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リアルタイムで商品更新情報などを共有できる「Twitter」の設
定を代行するサービスです。
ネットショップシードの機能を最大限活用するために「Twitter」
の新規アカウント取得からホームページへの設定まで一連の初
期導入作業を代行いたします。

【設定詳細】

・アカウントの新規取得
・Twitterボタンの表示
・ハッシュタグ（hashtag）の設定   
・つぶやき内容の初期値
・Bot機能の利用
・時間帯設定

※新規アカウント取得による設定のみが対象となります。
※お客様が既にご利用されているアカウントでの設定はお受けいたしかねます。
※アカウント設定の際のIDはドメイン名を使用いたします。
※パスワードはネットショップシードの初期設定パスワードを登録して取得いたしますので、
設定後、お客様にて変更作業を必ずお願いいたします。

※登録情報はinfo@お客様ドメインにて運用となります。
※Twitterの利用方法に関するお問い合わせはお受けできませんのでご了承ください。
※記載するコメントは「商品入荷情報⇒商品詳細ページURL」の記載となります。
コメントの編集はお客様での作業となります。

Twitter機能導入代行サービス
Twitter機能の導入を支援
定型作業代行サービス【02】

ネットショップとして必要な機能の一つである、売上ランキングの表
示設定を代行するサービスです。ネットショップシードのCMS機能
である「ランキングパーツ」の設置を代行します。お客様のご希望に
合わせて自動順位設定、手動順位設定のどちらかの設定を行いま
す。集計期間を日、週、月のいずれかお客様のご要望に合わせて設
定を行います。お客様のご希望の箇所へ設置いたします。

※弊社が指定するシステム上配置可能な場所に限ります。

ランキング機能設定代行サービス
ネットショップとして重要な機能
定型作業代行サービス【01】

ユーザビリティを改善するために、少しホームページのレイアウト
を変更したい、そんな時に最適なサービスです。
ご指示いただいたトップページのパーツ最大3点までを、ご指定
の場所に再配置いたします。
※弊社が指定するシステム上配置可能な場所に限ります。
※HTMLパーツの変更を行う場合、レイアウト崩れが生じる場合がございますので、
ご注意ください。

ホームページレイアウト変更代行サービス
ユーザビリティ改善に
定型作業代行サービス【03】

「セール」「キャンペーン」「新製品リリース」など、ホームページの
雰囲気を普段と少し変えたい時に最適なサービスです。
弊社側で保有している定型パーツを、お客様の目的（用途）に
合わせて設置することで、ホームページの雰囲気を変更いたし
ます。

※目的（用途）以外のご要望はお受けいたしかねます。
※お客様のご要望に該当する定型パーツがない場合はお断りする場合がござい
ます。
※定型パーツは1～3点、設置箇所は固定、全て弊社で指定させていただきます。
※定型パーツの著作権は弊社側にあるため、他への流用はできません。
※期間終了後の非表示作業はお客様でお願いいたします。

例：クリスマスセール 例：母の日フェア

イベント対応サービス
定型パーツで雰囲気変更
定型作業代行サービス【04】

例：送料をアピールしたい 例：お客様の声を紹介したい

「送料無料を始めたのでアピールしたい」「ブログを開設したの
で紹介したい」　でもバナーは作れない…・。そんな時に最適な
サービスです。
弊社保有バナーの中からお客様のご要望とサイトイメージにあっ
たバナーを弊社で選び設置いたします。

※設置バナーは1点、弊社指定箇所の中からお選びいただくようになります。
※お客様のご要望に該当するバナーがない場合はお断りする場合がございます。
※バナーの著作権は弊社側にあるため、他への流用はできません。

おまかせバナー拡充サービス
PRしたい内容のバナーを作成
定型作業代行サービス【06】

「写真を撮り直したので、差し換えたい」「販売中止になったので
削除したい」　でも時間がないし難しい…。そんな時に最適な
サービスです。
ご指示いただいた箇所の写真を3点まで、削除または提供写真
と差し換えます。

※弊社指定FLASHの写真差換えにも対応いたします。
※写真の差換え、削除のみで、追加、スキャニングはお受けいたしかねます。
※差換え写真のサイズは差換え前の写真と同じサイズになります。
※写真の比率が違う場合は、弊社の判断でトリミングさせていただく場合がございます。
※提供写真の著作権確認はお客様でお願いいたします。

写真差替えサービス
お忙しい方のために作業を代行
定型作業代行サービス【05】

SEO対策における内部要因改善として、お客様の状況に合わせて
弊社にて下記の3つのサービスから1つを選択してご提供します。
●有効キーワード候補抽出代行サービス
●キーワード設定変更サービス
●キーワード対策状況レポート作成サービス

※検索エンジン上位表示の成果を保証するサービスではございません。
※1回のお申し込みで、3つの中から1つのサービスを弊社にて選択してご提供します。

キーワード対策関連サービス
SEO対策における内部要因の改善
定型作業代行サービス【07】

例：バレンタインデー特集 例：新生活特集 例：FAQをアピールしたい 例：ブログへ誘導したい

業種特化有名サイトへの登録申請を代行いたします。ホーム
ページや店舗に集客するために、まずは無料版への登録からお
勧めしています。

※状況によって登録できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※当社が代行するのは無料登録です。登録する各サイト規約の条件に従い登録作業を
行います。

※サイトの登録手続きを実行する上で必要となる業務・資料・情報を、申し込みフォームに
記入をお願いいたします。

■飲食店様向け ■建築・建設業様向け ■全業種共通

特定業種向けサイト登録申請代行サービス
大手有名サイトへの登録
定型作業代行サービス【08】
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お客様のネットショップの運営状況を確認し、カルテを作成いたし
ます。カルテの結果をもとに改善箇所をご説明します。以下のよう
な場合にお勧めです。
・何から始めてよいか分からない。
・ネットショップ運営の問題点を明確にしたい。
・次に何をしたら改善できるのか分からない。

※運営カルテの納品はメールに添付して送信します。
※カルテの著作権は弊社側にあるため、他への流用はできません。

お客様のご要望に合ったバナーをセミオーダー形式で制作しま
す。以下のような場合にお勧めです。
・イベントにあわせて販促バナーを用意したいが作れない。
・お店の商品などの写真を加えたバナーを制作したいが作れない。
・割引クーポンをホームページに掲載したい。

※基本カラー以外の配色、各パーツの配置は弊社指定となります。
※ご提供システム内【画像台帳】への納品となります。
※テキスト・写真の内容により制作代行をお受けできない場合があります。
※バナーの著作権は弊社側にあるため、他への流用はできません。

完成イメージ（例）依頼フォーム（イメージ）

セミオーダーバナー制作代行サービス
PRしたい内容のバナーをオリジナルで作成
定型作業代行サービス【10】

ネットショップ運営カルテ作成サービス
次に何を改善すればよいかが分かる
定型作業代行サービス【09】

「商品登録はしたけれど、いまいち訪問者に商品の魅力が伝わら
ない。」「商品詳細ページの内容が重要なのは分かるけど、何を書
いてよいか分からない。」 このような場合にご利用いただけると有
効な定型作業代行サービスです。商品の魅力・アピールポイントが
訪問者に伝わりやすい商品詳細ページを作成代行します。

※受付は専用WEBフォームからとなります。 
※商品登録済のデータをコピーして商品詳細ページを作成します。
（初期登録作業はお客様でお願いします）
※キャッチコピー等の配色、各パーツの配置は弊社指定となります。 
※修正が必要な場合、修正受付は１回のみとさせていただきます。 
※ご提供システム内への納品となります。 （公開作業はお客様でお願いします）
※テキスト・写真の内容により制作代行をお受けできない場合があります。 
※作成した画像の著作権は弊社側にあるため、他への流用はできません。 
※納期は依頼日を除く5営業日（弊社規定営業日）となります。 

商品詳細ページ作成代行サービス
訪問者に販売商品の魅力をアピール
定型作業代行サービス【11】

before after

【フード系商品の構成】
・全体イメージ
・訴求ポイント
・ベネフィット
・仕様
・包装イメージ
・お客様の声

【フード系商品以外の構成】
・全体イメージ
・利用シーン
・訴求ポイント
・仕様
・お客様の声

※お客様からご提供いただく素材によ
り構成内容は変わります。

「TwitterやFacebookを活用しているんだけど、ホームページに
反映させたい！」「『タイムライン』や『いいね！』をホームページに掲
載することで、信頼感をアップさせたい！」　このような場合にご利
用いただけると有効な定型作業代行サービスです。

SNSプラグイン設置代行サービス
独自ホームページにSNSを反映させて集客＆信頼性アップ
定型作業代行サービス【12】

※受付は専用WEBフォームからとなります。
※1回のお申込でTwitterもしくはFacebookのどちらかの設置代行を致します。
※本サービスの対応SNSはTwitterもしくはFacebookのみとなります。
※TwitterもしくはFacebookアカウント登録、Facebookページの開設は予めお客
様で行ってください。

※サイズ、配置は弊社指定となります。
※ご提供システム内への納品となります。 （公開作業はお客様でお願いします）
※仕様によりページに表示されるまで時間がかかる場合があります。
※仕様変更等により表示できない場合があります。
※弊社提供システムのみ受付可能です。
※納期は依頼日を除く5営業日（弊社規定営業日）となります。

Twitterを掲載 Facebookを掲載

「商品登録はしたけれど、いまいち訪問者に商品の魅力が伝わら
ない。」「商品詳細ページの内容が重要なのは分かるけど、何を書
いてよいか分からない。」 このような場合にご利用いただけると有
効な定型作業代行サービスです。商品の魅力・アピールポイントが

「TwitterやFacebookを活用しているんだけど、ホームページに
反映させたい！」「『タイムライン』や『いいね！』をホームページに掲
載することで、信頼感をアップさせたい！」　このような場合にご利
用いただけると有効な定型作業代行サービスです。

SNSプラグイン設置代行サービス
独自ホームページにSNSを反映させて集客＆信頼性アップ
定型作業代行サービス【12】

※受付は専用WEBフォームからとなります。
※1回のお申込でTwitterもしくはFacebookのどちらかの設置代行を致します。
※本サービスの対応SNSはTwitterもしくはFacebookのみとなります。
※TwitterもしくはFacebookアカウント登録、Facebookページの開設は予めお客
様で行ってください。

※サイズ、配置は弊社指定となります。
※ご提供システム内への納品となります。 （公開作業はお客様でお願いします）
※仕様によりページに表示されるまで時間がかかる場合があります。
※仕様変更等により表示できない場合があります。
※弊社提供システムのみ受付可能です。
※納期は依頼日を除く5営業日（弊社規定営業日）となります。

Twitterを掲載

「TwitterやFacebookを活用しているんだけど、ホームページに
反映させたい！」「『タイムライン』や『いいね！』をホームページに掲
載することで、信頼感をアップさせたい！」　このような場合にご利
用いただけると有効な定型作業代行サービスです。

SNSプラグイン設置代行サービス
独自ホームページにSNSを反映させて集客＆信頼性アップ

※1回のお申込でTwitterもしくはFacebookのどちらかの設置代行を致します。
※本サービスの対応SNSはTwitterもしくはFacebookのみとなります。
※TwitterもしくはFacebookアカウント登録、Facebookページの開設は予めお客

※ご提供システム内への納品となります。 （公開作業はお客様でお願いします）
※仕様によりページに表示されるまで時間がかかる場合があります。
※仕様変更等により表示できない場合があります。

※納期は依頼日を除く5営業日（弊社規定営業日）となります。

Facebookを掲載

「TwitterやFacebookを活用しているんだけど、ホームページに
反映させたい！」「『タイムライン』や『いいね！』をホームページに掲
載することで、信頼感をアップさせたい！」　このような場合にご利
用いただけると有効な定型作業代行サービスです。

SNSプラグイン設置代行サービス
独自ホームページにSNSを反映させて集客＆信頼性アップ

※受付は専用WEBフォームからとなります。
※1回のお申込でTwitterもしくはFacebookのどちらかの設置代行を致します。
※本サービスの対応SNSはTwitterもしくはFacebookのみとなります。
※TwitterもしくはFacebookアカウント登録、Facebookページの開設は予めお客

※ご提供システム内への納品となります。 （公開作業はお客様でお願いします）
※仕様によりページに表示されるまで時間がかかる場合があります。
※仕様変更等により表示できない場合があります。

※納期は依頼日を除く5営業日（弊社規定営業日）となります。

「トップページの新着情報が古いので更新したいが、時間が取れ
ずに後回しになっている。」「新商品の登録をしたけれど、テキス
ト更新まで手が回っていない。」　このような場合にご利用いた
だけると有効な定型作業代行サービスです。トップページの
「ショップからのお知らせ」を5営業日以内で更新します。

※受付は専用WEBフォームからとなります。 
※修正代行箇所はTOPページのショップからのお知らせ欄（新着情報欄）です。
※テキスト文字数は150文字以内となります。
※リンク先の指定があればリンク設定も代行します。
※ご提供システム内への納品となります。 （公開作業はお客様でお願いします） 
※修正が必要な場合、修正受付は１回のみとさせていただきます。
※修正が必要な場合は、完了メール到着後3営業日以内にお知らせください。
※納期は依頼日を除く5営業日（弊社規定営業日）となります。 

新着情報更新代行サービス
新着情報のテキスト更新を代行
定型作業代行サービス【13】

「住所を変更し電話番号が変わったけれど、ホームページはその
ままになっている。」「住所が変わる予定になったので、修正の難
しい画像内に記載していて更新ができない。」　このような場合
にご利用いただけると有効な定型作業代行サービスです。初期
制作で作成した住所・電話番号を5営業日以内で更新します。

※受付は専用WEBフォームからとなります。 
※修正代行箇所はヘッダー、フッター、特定商取引法、アクセスマップ、店舗紹介です。
※ご提供システム内への納品となります。 （公開作業はお客様でお願いします）
※弊社以外で作成されたデータは修正しておりません。 
※修正が必要な場合、修正受付は１回のみとさせていただきます。
※修正が必要な場合は、完了メール到着後3営業日以内にお知らせください。
※作成した画像の著作権は弊社側にあるため、他への流用はできません。 
※納期は依頼日を除く5営業日（弊社規定営業日）となります。

住所・電話番号変更代行サービス
住所・電話番号変更時、ホームページへの反映を代行
定型作業代行サービス【15】

「メイン画像内の文字を修正したいけれど、画像修正に手が回っ
ていない。」「画像加工をするにはソフトを使用しないとダメだけ
ど、操作が難しくて更新ができない。」　このような場合にご利用
いただけると有効な定型作業代行サービスです。トップページの
「画像内テキスト」を5営業日以内で更新します。

画像内テキスト更新作業代行サービス
バナー画像内のテキストを修正
定型作業代行サービス【14】

before after

※修正代行箇所はTOPページのショップからのお知らせ欄（新着情報欄）です。

※ご提供システム内への納品となります。 （公開作業はお客様でお願いします） 
※修正が必要な場合、修正受付は１回のみとさせていただきます。
※修正が必要な場合は、完了メール到着後3営業日以内にお知らせください。
※納期は依頼日を除く5営業日（弊社規定営業日）となります。 

【作業代行箇所】
・ショップからのお知らせ
・リンク設定（任意）

リンク設定で
別ページへ誘導可能

※受付は専用WEBフォームからとなります。 
※修正代行箇所はTOPページの初期制作画像１枚のテキスト修正となります。
※リンク先の指定があればリンク設定も代行します。
※ご提供システム内への納品となります。 （公開作業はお客様でお願いします） 
※修正が必要な場合、修正受付は１回のみとさせていただきます。
※修正が必要な場合は、完了メール到着後3営業日以内にお知らせください。 
※作成した画像の著作権は弊社側にあるため、他への流用はできません。 
※納期は依頼日を除く5営業日（弊社規定営業日）となります。 

before after

「住所を変更し電話番号が変わったけれど、ホームページはその
ままになっている。」「住所が変わる予定になったので、修正の難

住所・電話番号変更代行サービス
住所・電話番号変更時、ホームページへの反映を代行

※修正代行箇所はTOPページの初期制作画像１枚のテキスト修正となります。

※ご提供システム内への納品となります。 （公開作業はお客様でお願いします） 
※修正が必要な場合、修正受付は１回のみとさせていただきます。
※修正が必要な場合は、完了メール到着後3営業日以内にお知らせください。 
※作成した画像の著作権は弊社側にあるため、他への流用はできません。 
※納期は依頼日を除く5営業日（弊社規定営業日）となります。  

【作業代行箇所】
・メイン画像内のテキスト
・リンク設定（任意）

リンク設定で
別ページへ誘導可能

【作業代行箇所】
・ヘッダー・フッター
・特定商取引法ページ
・アクセスマップ・店舗紹介

before after

修正代行箇所はヘッダー、フッター、特定商取引法、アクセスマップ、店舗紹介です。
※ご提供システム内への納品となります。 （公開作業はお客様でお願いします）
※弊社以外で作成されたデータは修正しておりません。 
※修正が必要な場合、修正受付は１回のみとさせていただきます。
※修正が必要な場合は、完了メール到着後3営業日以内にお知らせください。
※作成した画像の著作権は弊社側にあるため、他への流用はできません。 
※納期は依頼日を除く5営業日（弊社規定営業日）となります。


